
ゆんでめて 新潮社

イカロス出版

乙女の密告
御当家七代お祟り申す

ヤマハミュージックメディア勝負歌　トップアスリート達に勇気と力を与えたパワーソング

畠中 恵

宮崎 大輔　ほか

有田 哲平　造事務所

赤染 晶子
佐藤 雅美

ＰＨＰ研究所

手作りラー油＆極うまレシピ
探査機はやぶさ７年の全軌跡

柳川 忠二よくわかる処方せんの基本と読み方

隠岐　川本貢功写真集

かけっこが速くなる１週間おうちレッスン＋なわとび・さかあがり

奥山 康子

横関 大

橋本 治

再会
原稿零枚日記

小さいおうち

リア家の人々

高嶋 哲夫
炎天の雪（上）（下）

小川 洋子

悪の教典（上）（下）
グラウンドの空 あさの あつこ

諸田 玲子
タナボタ！

オーム社

河出書房新社

脳から「うつ」が消える食事

ニュートンプレス

金の星社

溝口 徹

はじめての子育てごはん 加藤 初枝
柳沢 英子

・・パッチワークキルト～絆～作品展の開催・・

…蘇るいのち ～布も人も…

秀和システム

小出 絹恵

松尾 匡

伊勢大神楽　成立と地方伝播
平林都の接遇道　２　極意編

矢野 千秋
いちばんやさしい簿記の初歩からわかる本
会社で役立つ日常業務の法律知識

野津 龍
平林 都

不況は人災です！　みんなで元気になる経済学入門

ＣＯ２の基本　排出量はどのように測るのか？
犬でも分かる現代物理
子どもが夢中になる「ことわざ」のお話１００ 福井 栄一

チャド・オーぜル

ＰＨＰ研究所

内田 啓一後醍醐天皇と密教

大空から眺めるパノラマ鳥瞰地図帳

誕生日でわかる前世占い
大法輪閣
法蔵館
幻冬舎

はづき 虹映
くらべて分かる違いと特徴でみる仏教

あなたが総理になって、いったい日本の何が変わるの 菅 伸子

大法輪閣編集部

飯野 たから　神木 正裕男の離婚　損せず別れる

ＰＨＰ研究所
産業編集センター浜野 貴子自転車のまちオランダ・アムステルダムをゆく

ＰＨＰ研究所

・・・　新 刊 本 紹 介　・・・

書　い　た　人 出　版　社本　の　名　前

篠原菊紀　グループ・コロンブス脳が目覚める「錯視」クイズ７７
ぺりかん社
講談社

３Ｄの時代 小川 秀樹

大和書房

筑摩書房
清文社

自由国民社

成美堂出版

世界のジオパーク 世界のジオパーク編集委員会

グラフ社
川本 貢功
フチモト ムネジＯＲＩＲＯＢＯ　切らずに１枚で折るオリガミロボット

庭のリフォーム成功実例

山陰中央出版
ホントにある！！世界のビックリ空港探訪記 チャーリィ古庄

日本写真出版

野村 朋子

日本囲碁連盟
双葉社

主婦の友社

ブティック社

早川書房

青春出版社
誠文堂新光社

集英社

幻冬舎

プロレスラー伝説のビッグマウス！

どんどん解く隅の手筋１５０
女流名人・倉敷藤花　里見香奈

ユーキャン

河出書房新社
里見 香奈

中島 京子

貴志 祐介

いをあわせ　摺師安次郎人情暦 梶 よう子
引かれ者でござい　蓬莱屋帳外控

とまどい関ヶ原 岩井 三四二 ＰＨＰ研究所

志水 辰夫 新潮社
角川春樹事務所

新潮社
講談社

文芸春秋
角川書店

新潮社

講談社

文芸春秋

集英社

つばさものがたり

世界でいちばん長い写真

悪道

・・夏の古本市 盛況でした・・
雫井 脩介 小学館

本田 哲也 光文社

森村 誠一 講談社

カラオケ上達１００の裏ワザ 唯野 奈津実 リットーミュージック

隠岐の島町図書館

〒685-0014
島根県隠岐郡隠岐の島町西町吉田の二．17-１
tel：08512-2-2341　 　　fax：08512-2-9198
e-mail：s-tosho@mx.miracle.ne.jp

　紹介しているのは８月に入った新刊本の一部で
す。この他にもたくさん入っていますので、
チェックしにきてくださいね。読みたい本がない
ときはリクエストもできます。

２０１０．９　　Ｖｏｌ．６４

隠 岐 の 島 町 図 書 館 通 信

９月の休館日
６（月） １３（月） １９（日） ２０（月）

２１（火） ２３（木） ２７（月）

　教室パッチワークキルト絆のみなさんによる第２回
作品展を行います。代表の大上さんをはじめ、教室の
みなさんの温かく心のこもった作品が多数展示されま
すので、ぜひご覧ください。
　同時に、安来市出身のキルト作家浅田重子先生の作
品と著書も展示されますので、あわせてご覧くださ
い。

　　　日時：９月２５日（土）１０時～１７時
　　　　　９月２６日（日）１０時～１６時
　
　　　場所：図書館研修室

小物の販売も
おこないます

　浅田重子先生プロフィール
安来市出身のキルト作家。平成17年
71歳で逝去されるまで、いのち輝く
多数の作品と著書を遺されました。

　８月に一週間、古本市を行いました。
暑い最中にもかかわらず、たくさんの人に来ていた
だきました。みなさん棚をまわって自分好みの本を
探しておられ、中には何十冊も選んだ方も。ありが
とうございます。
　売上げは総額４２，１３６円となり、実行委員会
の方から、図書カードとして寄付していただきまし
た。今後、図書館で新たな資料の購入に使わせてい
ただきます。
　ありがとうございました！



★展示コーナー ★特集コーナー

その時歴史が動いた　戦国編 全５巻

るるぶワールドトラベル　全１２巻

世界の祭
日本の祭
恐竜大進撃
こんちゅうスペシャル１００
さかなたちのふしぎ
介護予防・介護現場に役立つ運動シリーズ　第１巻 ★えほんコーナー
ザ・自動車
さすらいのドッグトレーナー　vol．４
世界遺産　全１０巻
世界遺産　≪日本編≫　全５巻
増田明美のウオーキング＆ジョギング入門　全２巻
服部名人直伝はじめての海釣り　全３巻
テレビで覚える英語　

犬神家の一族
男はつらいよ　１～３作
砂時計

ｄｅｂｕｔ 博士の愛した数式
ミリオン・ラヴァーズ～恋愛百歌 あの子を探して
アダージョ きみに読む物語
トゥゲザー・スルー・ライフ トンマッコルへようこそ
ＡＬＩＣＥ　３０　ＳＯＮＧＳ　 初恋のきた道
コンプリート・シングルコレクション ボーン・アイデンティティー
ＵＲＭＸ だんだん　連続テレビ小説　総集編
日本の唱歌
親子できこう子ども落語集 銀河鉄道の夜　影絵劇
ごんぎつね　ほか２作品 じてんしゃにのるひとまねこざる
ラジオ体操ベスト　決定版 すてきな三にんぐみ
効果音いろいろ こぶたぬきつねこ　あそびうたベスト
あそびうた キリクと魔女
えいごのうたベスト５０ ドラえもん　のび太の恐竜　映画
それいけ！アンパンマン　’１０　 ねないこだれだ

はじめましてトーマス　いつでもトーマスといっしょ！
墓場鬼太郎　１～３巻
日本の民話　常田富士男の紙しばい　全５巻　

・・・ ８月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・

≪ 隠岐 ～ふるさとを知る～ ≫

・・新しいＣＤとＤＶＤが入りました・・

43

≪ 書游會　書作展 ≫

≪ 木 ≫

登録者数

▲ 118比　　　較

7,8147,619

・・・ 今 月 の オ ス ス メ の 一 冊 ・・・

・・・ ８月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０・・・

22　年　度
21　年　度

1▲ 302
8,116

▲ 173

入館者数

42

貸出冊数

1,856
1,738

7,792

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

貸出人数

１位　上地雄輔物語　　　　　　　　　　 上地雄輔　　　　　　　　　ワニブックス
２位　妖怪のまち境港公式ガイドブック　　実業之日本社　　　　　　　実業之日本社
２位　水木しげる鬼太郎の天国と地獄　　　水木しげる　　　　　　　　小学館
２位　パラドックス１３　　　　　　　　　東野圭吾　　　　　　　　　毎日新聞社
２位　寂滅の剣　　　　　　　　　　　　　北方謙三　　　　　　　　　新潮社
２位　一番じゃなきゃダメですか？　　　　蓮舫　　　　　　　　　　　ＰＨＰ研究所
２位　花狩　　　　　　　　　　　　　　　田辺聖子　　　　　　　　　清流出版
２位　三千枚の金貨（上）（下）　　　　　宮本輝　　　　　　　　　　光文社
２位　湖底の城　１巻　　　　　　　　　　宮城谷昌光　　　　　　　　講談社
２位　あんじゅう　　　　　　　　　　　　宮部みゆき　　　　　　　　中央公論新社

　いつも私たちのそばにある木。
こかげでお昼寝したり、木登りし
たり。虫や鳥たちのおうちにもな
る、楽しい木の本、見てみてね。

　ふるさと隠岐のことをどれくらい知っていま
すか？
小さな島の中にも、まだまだ知らないことがた
くさんあります。
　歴史や文化財、植物や生物などふるさと隠岐
について学びましょう！

　ある雪の日、学校に閉じ込められてしまった男女８人の高校生。どうして
も開かない玄関の扉、誰も登校してこない無人の学校、５時５３分で止まっ
たままの時計。凍りつく校舎の中で起こる不可解な現象の謎を追ううちに、
彼らは２ヶ月前の学園祭での自殺事件を思い出す。しかし、８人は自殺した
クラスメイトの顔と名前を思い出すことができない。
―この状況は何？―自殺したのは誰？
　面白そうなタイトルが気になってはいましたが、上下巻で結構分厚いので
手が出ずにいた本です。それでもやっぱり気になって読んでみると、ページ
をめくる手が止まらない！あっという間に読んでしまいました。冗長に感じ
る部分もありましたが、それを差引いても面白い作品でした。
　第３１回メフィスト賞受賞作品です。

『 冷たい校舎の時は止まる 』（上・下）　辻村深月／著　講談社

　 書道愛好家の会「書游」のみなさんによる
作品展示会です。「書游」は月２回講師の高橋
秀明先生と古典臨書から現代書道まで幅広く練
習されている書道サークルです。

・・中学生、職場体験・・

　本の返却・整理や片付けな
ど慣れない作業で大変そうで
したが、みんながんばってく
れました。
　中学生の感想やオススメし
てくれた本は、中高生版図書
館通信「プレジャー」に掲載
しています。図書館に置いて
いるので見てみてね。

・・民話の集いがありました・・

　図書館に新しいCDとDVDが入りました。９
月に入っても暑い日が続きますが、部屋の
中でDVD観賞なんていかがですか？
　CD・DVDは１人３点まで一週間借りられま
す。館内での視聴もできますので、カウン
ターでお申し込みください。

ＤＶＤ

ＣＤ

　夏休みに民話の集い「とんと昔に、たい
むすりっぷ！」がありました。おき民話の
会の方々に子ども向けに隠岐に伝わる昔話
を語っていただきました。面白いお話に子
どもや親子での参加者は楽しそうでした。

　今回の作品展では、一字
書から古典臨書（中国の古
典を手本として書写するこ
と）まで、いろいろなパ
ターンの作品を紹介し展示
しています。
　ぜひご覧ください。

夏休みの職場体験で中学生が図書館にお手伝
いに来てくれました。

期間：１０月２日（土）まで


